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2006-03-20 07:46:11

21世紀はロボットの時代、ROBO－ONE決勝戦を観戦 

今日はROBO－ONE決勝戦最終日。ROBO－ONEとは世界一の二足歩行
ロボットの格闘技トーナメント。3月17日から19日までパナソニックセン
ター東京で熱戦が繰り広げられました。

ROBO－ONEにはプラスエムのスタッフが関わっているため、陣中見舞いを
かねてマニアが集まっている会場の雰囲気を覗いてみました。江東区有明の
パナソニックセンター東京まで約5キロ。天気がよかったので自転車で出か
けました。

ショートカットしたり、造成地を迂回したり。迷いに迷って疲労困憊、着く
のに1時間も掛かってしまいました。

21世紀はロボットの時代とも言われ、医療や危険な作業にまたスペース
シャトルで野口聡一さんが行った船外活動にも、ロボットの活躍が期待され
ます。特に先進国では莫大な予算を使い軍事目的の開発競争が熾烈を極めて
いると聞きます。

そんな中、日本では「アシモ君」に代表される平和なロボットが民間企業で
開発されています。ロボット技術は世界一といわれる日本ですが、莫大な国
家予算を使って、軍事目的で開発する国に所詮かなうはずもないと思ってい
ましたが、なかなかどうして、ROBO－ONEを見て考えが変わりました。

身長30センチ程度の二足歩行ロボット同士がリングの上で戦います。戦う
前のコールでは、お辞儀をしたり飛び跳ねたり、ガッツポーズまでして観客
にアピールするロボットもいます。ゴングが鳴るとすり足で相手に近寄り
チャンスをうかがい、相手がパンチを繰り出すとバック転で避けたりもしま
す。倒れてもすぐ起き上がります。

決勝戦には32チーム、32台のロボットが出場しましたが、その多くの制作
費は数10万円程度とか。数億円をかけて開発された「アシモ君」でさえ、
ジャンプや駆け足は出来ないはず。マニアとはいえ一般市民が高性能ロボッ
トを作り出してしまう国ってすごいなあと、日本という国を見直しました。
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もっとすごいのは、2010年に宇宙空間でROBO－ONE宇宙大会を開催し
ようというプロジェクトが進んでいること。その宇宙大会をシミュレーショ
ンしたビデオが上映され、会場は拍手と熱気に包まれました。

「2010年第1回ROBO－ONE宇宙大会実行委員会」によると、まずROBO
－ONE衛星を打ち上げ、地球を周回する衛星が日本上空を通過する10分間
が格闘時間。地上基地でコントロールします。

スペースシャトルで野口聡一さんが行った船外活動のように、命綱を使って
船外で戦います。綱の長さは5メートル。ロボット同士が接触するので、綱
が絡まないように戦うのも技量の内。

ロボットが逆立ちやバック転など数年前には考えられなかったわけで、その
意味ではあながち不可能ではないような気がしました。

記者席から「宇宙の無重力空間での格闘なのに、どうして二足歩行にこだわ
るのか」と言う質問に、委員の東大の先生が、笑顔ながらもまじめに答えて
いる姿に、日本という国の持つ余裕と言うか奥深いものを感じ、少しうれし
くなりました。

2006-04-11 07:33:50

「早寝早起き朝ごはん」全国運動に賛同 

「早寝早起き朝ごはん」こんな運動を、偉い人が寄ってたかって推進しよう
としています。昨今話題になる子どもたちの学力低下もつまるところ、「夜
更かし寝坊朝めしぬき」が原因と言うわけです。

「早寝早起き朝ごはん」全国協議会発起人会が去る2月28日に開催されま
した。代表は、元文部大臣の有馬朗人さん。他のメンバーには「ミスター食
育」服部幸應さん、元文部大臣遠山敦子さん、100歳まで世の中にご奉公し
たいという日野原重明さん。

「百マス計算」の陰山英男さんも名前を連ねています。陰山先生は尾道市立
土堂小学校の校長として、実際に子どもたちに「早寝早起き朝ごはん」の指
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導を実践してきた方。

　この運動には各種教育団体などが協力して名を連ねています。学校、企
業、行政を巻き込んで国民運動のうねりを作り出そうと画策しているのは文
部科学省生涯学習局の「早寝早起き朝ごはん」プロジェクトチーム。その
チームリーダーにお会いする機会がありました。

「早寝早起き朝ごはん」は、言わずと知れた私のライフスタイル。毎朝5時
朝食、そのために4時半前後に起床。それを話すと、「いったい何時に寝る
の？」と聞かれますが、9時前後と答えるとたいがい呆れます。

もちろん赤ちゃんではないので、飲み会でもあれば10時とか12時就寝とい
うこともありますが、それでも4時半に起きます。そんな生活を20年以上も
続けています。

「早寝早起き朝ごはん」プロジェクトチームリーダーにその話をすると、た
ちまち意気投合、「早寝早起き朝ごはん」運動を全国的に広めるためのプラ
ンをどんどん作り出そうという話になりました。

18年度予算としてとりあえず1億3千万円の予算がついています。プラスエ
ムの総力を挙げて取り組むテーマが一つ増えました。

2006-04-21 07:22:01

爽快！自転車通勤 

自宅から会社まで直線で12キロ弱（地図で計ってみた）。道のりにして14
キロ程度と思われます。昨年8月に試したところ早足で歩いて約3時間、
ゆっくり走って1時間20分。自転車だと1時間ちょっと。

今朝、久しぶりに自転車で出勤しました。5時25分出発。朝はすいている
ので走りやすいのですが、逆に油断すると危険もあります。信号は適当に無
視。ちょっと肌寒い感じ。

自宅の梅島（足立区）から4号線に出て、千住新橋を渡ります。橋に乗る歩
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道の登りが少し厄介。橋の上では息を切らします。しかしあとは快適。荒川
河川敷で早朝マラソンをする人たちや、公園で犬の散歩をする人たちがいた
り、朝の風景の中を走ります。

隅田川の護岸にはホームレスのブルーシートが立ち並んでいます。ブルー
シートとは言え手の込んだ建物があり、玄関はじめ床や窓もあり、夏冬仕様
を変更する人もいます。

建物の周りを掃き掃除する姿も見られます。さらには発電機を持ち込んで、
テレビや洗濯機を備えた家（？）も。しかしホームレスの世界にも序列が
あって、強い人がよい場所よい環境を獲得するようです。

浅草の駅前に出ると会社までもう一息。なるべく信号に引っかからない道筋
を選んで走ります。浅草橋を過ぎて再び隅田川に出ると護岸を一気に永代橋
まで突っ走ることが可能。永代橋から会社までは3分もかかりません。

この時期は色とりどりの花々が咲き誇っています。東京って意外と自然が豊
か。走るコースがそうなのかもしれませんが、コンクリートの建物のあちこ
ちに緑があふれています。

自転車通勤で家から会社まで、調子のよいときは55分、余裕を持って走る
と1時間5分程度。少し手がかじかみましたが、暑くもなく寒くもないこの
季節が、自転車通勤には最適。もう少し暑くなると背中に汗をかいて、会社
に着いて着替えが必要になります。

2006-05-02 06:52:55

プラスエム新事務所のご案内

4月より新事務所で業務を行っています。新事務所の地図はホームページで
紹介していますが、たまに勘違いして迷子になる人がいます。

プラスエム新事務所にお越しの際は地下鉄東西線・日比谷線茅場町駅3番出
口からおいでください。永代通りを永代橋方向に向かい、新川1丁目交差点
を右に曲がり、50m先のコンビニを右に見て左に曲がります。
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その道を50mほど進むと左側に新川郵便局があり、そこを右に入ればニュー
リバーアネックスビル、その4階がプラスエムです。わかりにくそうです
がこの説明の通り進めばすぐわかります。茅場町駅3番出口から5分程度。
黒っぽいビルです。

セキュリティはしっかりしています。スタッフは暗証番号で入館しますが、
ゲストはインターホーンで呼び出して玄関ドアを開けます。エレベーターは
おもちゃみたいに小さいです。

事務所の看板は立派。スタッフの制作。専門業者に発注したらうん十万円は
かかるでしょう。じっくりご覧になってからお入りください。

事務所に入ったら、右手前方の壁にかかった絵にご注目ください。文化放送
H氏からお祝いにいただいた絵で、「ようこそ」と迎えてくれます。自慢の
一品。入って右の一角が応接コーナー。大きなガラス張りの明るいコーナー
です。

玄関の真正面ついたての向こう側が社長のスペース。私がほとんど暮らして
いるような一角。左手奥にはテーブルやスタッフのデスクが並んでいます。
部屋の照明がちょっと暗い感じでしたので、蛍光灯を5基付けました。おか
げでカーッと明るくなりました。明るい職場。あとは儲かる仕事を待つばか
り。

儲かる仕事を持参しなくていいので、お近くにお越しの際はぜお立ち寄りく
ださい。スタッフ一同明るくお迎えします。

2006-05-07 08:43:52

貧乏から脱出するプラスエムの夢

結局ゴールデンウィークはすべて出勤。天気に恵まれたのでけっこう楽しめ
ました。早朝、自転車で出勤したり、昼から隅田川沿いをジョギングした
り。それなりにゆっくり出来ました。

仕事では、プラスエムの中長期的な事業計画を練りました。信州大学教育学
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部の川村康文准教授が代表を務めるサイエンスEネットのNPO化に伴い、事
務局長（事務局運営）を打診されていることと関連があります。

プラスエムは「学校と社会のジョイント役」を掲げて発足した会社。小なり
とはいえ国家100年の計である、「子どもたちの教育」に尽力する会社であ
り続けています。それが会社の誇りです。

だから誇りさえ失わずに存続できれば貧乏会社でもよいと考えていました。
しかし、あえて貧乏である必要はないわけで、7年たった今、社会が必要と
するなら栄えてもよいと思うようになりました。

どう栄えるかというと、志を同じくする人たちにもっとたくさん集まってい
ただき、「学校と社会のジョイント役」として質の高いサービスを提供し、
以って関わる人みんなが栄えます。

子どもたちの教育に尽力したいと考える人たちはたくさんいます。今まで貧
乏会社だったがゆえに、そうした人たちに活躍の場を提供できなかった面が
あります。貧乏会社から脱出することが出来れば、今のスタッフを核に、そ
うした人たちの総力を結集することができます。

サイエンスEネットのNPO化に伴いその事務局を運営することは、特に理
科科学分野の教育に関して、プラスエムが大きく飛躍するきっかけになるか
もしれません。貧乏会社から脱出することが出来るかもしれませんが、逆に
もっと貧乏になるかもしれませんね。ここは考えどころです。

2006-07-06 08:52:15

25年のお付き合い、Ｓ校長先生のこと

都内公立中学校に勤務するS校長先生は私と20年以上の付き合い。先生は理
科が専門であり、環境やエネルギー関連の企画立案に常にお知恵を借りてき
ました。

以前勤務していた出版社時代からの付き合いで、いっしょに手がけた仕事は数
知れず。プラスエム立ち上げ後もさまざまな局面で助けていただいています。
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そのS校長が、昨夜来社。パナソニックセンター東京の「リスーピア」オー
プニングシンポジウム運営に関しての相談が表向きの目的。しかし、先生と
はこうした理由を作ってときどきお酒を飲むことを楽しみにしています。

先生も私に負けず劣らずお酒が好きです。二人とも量はかなり少なくなり、
飲み方も紳士的になってきましたが、気の合うお酒仲間という感じです。

S校長とは深い縁があります。30代のころ仕事の打合せでたまたま同席す
る機会がありました。先生が「長岡さんの出身はどちらですか？」と聞きま
す。「群馬です」、すると「群馬はどちらですか？」「高崎の近くです」
「高崎の近くとはどこですか？」

ふつう群馬ですと答えればああそうですかで納得するし、多少群馬に詳しく
ても高崎の近くで納得してくれるものです。群馬に詳しいといっても私の生
まれた地名までは分からないだろうと、「富岡市という官営製糸工場で有名
な町がありますが、その近くの田舎です」と答えました。

すると「富岡の近くとはどこですか？」なんと、先生は同じ町のしかも2キ
ロと離れていないところで生まれ育ったということが分かりお互いビック
リ。しかも先生と私の兄は中学校の同級生。さらに先生の弟さんは私の同級
生でした。

「Sは先生の弟さんですか？そういえば似ている！」さっそくその場で先生
が実家に電話。電話の向うでビックリする彼と久闊を叙しました。

そんな縁もあり、それ以来お付き合いが始まりました。「困ったときのS先
生」プラスエムの合言葉。昨夜のお酒ではKスタッフが付き合ってくれまし
た。いつも話題が豊富で飽きさせませんから、先生は女性に人気。

Kスタッフは子育て真っ最中で、ご主人との連携のなかで調整しないとなか
なかお酒の時間が作れません。たまたまこの日は可能だったわけですが、S
校長との話が盛り上がり、3人で楽しい時間を過ごしました。

夏休み期間中の3日間、S校長の中学校から若手の先生3人がプラスエムで
職業体験をすることが決まりました。たまにはお役に立って、持ちつ持たれ
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つ、先生とはよい関係で末永くお付き合いしたいと願っています。

2006-07-09 10:54:26

「感謝と感動」星野富弘美術館

群馬県人の私が群馬県人で最も誇りに思う人は、総理大臣経験者の中曽根康
弘でも福田赳夫でも小渕恵三でもなく、星野富弘です。星野富弘は中学校の
体育教員としてクラブ活動の指導中に、事故で頚髄を損傷、手足の自由を失
います。

事故という一瞬の出来事から絶望のふちに突き落とされますが、やがて口に
筆をくわえて文字と絵を描き始めます。星野富弘が口に筆をくわえて描い
た、季節の花の絵と、そっと添えられた文字は、ひと口で言うと「感謝と感
動」。

その絵をたくさん展示した美術館が、出身地の群馬県東村にあります。雪の
季節のころから機会を求めていましたが、雪が消え、花の季節が過ぎて、さ
らに新緑の季節も過ぎた7月8日（土）、久しぶりに訪ねることができまし
た。

星野富弘美術館はゆたかな自然に恵まれた景勝の地にあります。行くたびに
賑やかになっています。しかし、「生きる勇気をもらう美術館」星野富弘の
絵と文字の前に、私は楽な気持ちで立つことは出来ません。

そばの花の絵には、「魚つりみたいね　でもこの魚　きっと大物になるわ　
寝ている私の顔のうえから　長いそばを食べさせながら　妻が言った」、ま
たあざやかな桃の花の絵には「仰向けに寝たままで　次から次へと悪口を
言った　右眼の隅で　桃の花が笑いながら咲いていた」という文字が添えら
れています。

母親や妻の献身的な介助のなかで、それらの絵や文字が一筆一筆描かれてい
きます。その長い時間のなかで、感謝の気持ちを忘れてとげとげしい言葉を
投げつけてしまうことも、ときにはあるでしょう。
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永遠の日常のなかで、介助する方もされるほうも疲れ切ってしまわなかった
のは、間違いなく「感謝と感動」があったからではないでしょうか。キリス
ト教を信じている星野富弘は、神様が何か一つ願いをかなえてあげると言っ
たら、右手を動くようにしてもらい母の肩をたたきたいとも書いています。

ばちあたりな自分を思うとたまらない気持ちになります。親を尊敬できな
い、愛情を受け入れられない気持ちがどれほど貧しいことか。ばち当たりな
自分を省みて、こみ上げるものを抑えることが出来なくなります。だから星
野富弘の絵と文字には、いつも一人で会いに行くことにしています。

2006-07-25 08:24:06

「ほんとうに忙しい」先生を応援します！

最近、定年間際で退職する先生が増えていると聞きます。従来、よい授業を
することだけにエネルギーを集中できたのに、最近の学校公開の方針で、必
要以上に保護者や地域の人たちの干渉を招くことが多くなったともいいま
す。

NHKで特集していた番組に登場した先生によると、保護者や地域の人たち
の必要以上な干渉が、授業以外の業務の増加をもたらし、授業の準備の時間
も満足に取れないというのです。保護者とのコミュニケーション不足もスト
レスの原因で、結局精神的に体調を壊して辞めざるを得なかったと言うので
す。

プラスエムは先生とのコミュニケーションが基本財産の会社です。先生方の
危機に無関心ではいられません。週5日制、総合的な学習の時間の導入など
で、近年先生方が忙しくなったのは確かなようです。しかし「忙しい」は先
生の免罪符にはなりません。

プラスエムは先生方の味方でありたいと常に考えていますが、ちょっと待っ
てくださいと思うこともあります。学校公開は当たり前のことでしょうが、
これまで公開しなかったことが異常でした。

また、保護者や地域の人たちの干渉にしても、子どもを預けていれば当然の
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ことで、必要以上の干渉には毅然と対処すればよいこと。

プラスエムは企業理念として、すばらしい授業を受けられる子どもが一人で
も増えるように、「ほんとうに忙しい」先生を応援します。先生方に学んだ
り体験してもらう機会をたくさん作ってあげることが、すばらしい授業を受
けられる子どもを一人でも増やすために今必要と考えるからです。

2006-07-30 08:03:50

しばし山ふところに抱かれて勇気をもらいました！ 

英気を養うため山に行きました。大事なイベントを1週間後に控え、戦線離
脱のような感じでちょっと気がひけましたが、総責任者の自分が心気充実し
ていないことには十分な働きは出来ません。

登山口の村では、地元の子どもたちのサッカー大会が開かれていました。
チームごとのユニホーム姿で走り回る子どもたち。夏休みに入ったのです。
一日一日余裕なく過ごしていると、こんなことも意識からなくなります。

東京では今日も朝から蒸し暑いことでしょうが、登山口の村では朝7時現在
19℃。畑にはナスやきゅうり、とうもろこしなどが実っています。田んぼ
には稲が風に揺れています。やがて杉林に入って、山道は背の高いブナ林に
続きます。

やさしい木肌のブナは、葉を空いっぱいに広げて山道の日差しをさえぎりま
すが、今日は日差しがありません。やがて渓流にぶつかり、渓流をさかのぼ
ります。

登山道を約1時間、今年もお気に入りの場所に来られました。私のお気に入
りの場所は、今年もほとんど風景を変えずにいてくれました。山懐に抱かれ
た場所、水の音、カジカの声、鳥の鳴き声も時々聞こえます。

周りの山の原生林、ブナの林、山の上の方はガスっていて見えません。冷た
い沢の水、涼風、あふれる緑、鉄砲水で押し流された倒木、すべての風景が
私を受け入れてくれます。
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切れるような冷たさの渓流で顔を洗い、汗でぐっしょりのTシャツを着替え
てまずビール。この一瞬のために氷といっしょに背負ってきました。350ミ
リリットルの缶ビールは3口でカラに。続いてシャンパンのハーフボトルを
開けます。

渓流のほとりの石に腰掛けて、カップで飲むシャンパン。だんだん酩酊して
くると景色も変わります。緑が濃くなって渓流の音が小さくなります。心地
よい風のなかで日々の生活のさまざまな風景が頭に浮かびます。

相変わらずどんよりした空。この場所に来ると必ず降られます。それもス
コールのようなやつ。今日は先手を取って降ってくる前に帰ることに。その
場所に滞在したのは2時間くらいでした。

次はいつ来られるか。また来ることが出来るか。そういう思いを来るたびに
強く持ちます。せわしなくその場を後にしました。

せわしないスケジュールでしたが、これで勇気百倍。来週に向けて自信が持
てました。会社のスタッフを信じて、やれることをただ粛々とやるだけ。責
任はすべて自分が取ればそれでよし。やれる！という自信が湧きました。

2006-08-06 11:24:22

イベントが大成功！スタッフ13人が一丸

パナソニックセンター東京の、理科や数学の魅力とふれあうための体感型
ミュージアム「リスーピア」が昨日無事オープンしました。そのオープニン
グイベント開催の一翼をプラスエムが担いましたが、皆様のおかげを持ちま
して無事その重責を果たすことが出来ました。

オープニングセレモニーには、ノーベル物理学賞受賞者の小柴昌俊先生や元
文部科学大臣遠山敦子先生、また松下電器からも会長・社長を始め最高幹部
の方々が出席しました。

同日開催されたシンポジウムには東工大赤堀教授をコーディネーターに、パ
ネリストは宇宙飛行士毛利衛先生、慶應義塾大安西塾長など錚々たる顔ぶれ。
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1ヶ月以上前から始まった準備作業は、絶対失敗が許されない大きなプレッ
シャーの中で行われました。プラスエムはそのなかでももっとも重要な役割
を担当。セレモニーに出席する小中学校校長や教育委員会教育長への出席依
頼から当日の対応まで。シンポジウムでは参加者の集客から運営のほとんど
を担当しました。

セレモニーとシンポジウムで重要な役割を担う司会進行は最も信頼できる方
に依頼しました。個人的にも10年来の友人である文化放送アナウンサー伊
藤佳子さん。小柴先生とのトークショーを始め、伊藤アナウンサーは関係者
の期待にしっかり応えてくれました。

当日のイベントの要所、プラスエム責任範囲を固めてくれたのは13名のス
タッフです。小心な自分は、直前1週間不安なことだらけで胃がキリキリ。
スタッフに辛く当たったこともありました。

そして当日朝のミーティングでは、服装や立ち居振る舞いについてくどいほ
どの注意事項を繰り返しましたが、そのことを気恥ずかしく感じるほど一人
一人が2人分も3人分も活躍してくれました。

ご協力くださった方々また来場の先生方、会場ではろくにご挨拶も出来ませ
んでしたが心よりお礼申し上げます。たくさんの励ましのお言葉にも感謝し
ます。今回の仕事をやり遂げて、プラスエムはひと回り成長できたように思
います。

2006-08-07 07:21:52

お酒は人生の友、末永く付き合いたい！

「私はタバコはやめたが酒はやめられない。酒をやめたら何のために生きて
いるのか分からないとまで思っている…」中野孝次エッセイ集「人生の小
道」＜日本酒＞の書き出し。

「お酒はほとんど日本酒です…」と続きますが、私もほとんど同じ。「そう
なんだよ、俺もそうなんだ！」と読んでいてワクワクするほどこの先生に共
感。ウンチクというより酒飲みの習性というか意地汚さのような心理を冷静
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に自己分析しています。

作家仲間でお酒をおいしく飲むために夕方からは水分を取らないヤツの話と
か、ひどいのになると昼から一切口にしない人のお話も。

私の父親は酒癖の悪い人で、酒飲みのいやなところを小さいときからいやに
なるほど見せられてきました。そして今、兄ともども酒飲みになってしまい
ましたが、共通しているのは飲んで乱れないということ。酒を殺して飲むん
ですね。

しかし、楽しいお酒だと思っています。結婚するとき「お酒を飲んで迷惑を
かけたり、ほんとうにいやだと思ったらそう言って欲しい。俺酒やめるか
ら」と約束しました。家庭が暗くなることを知っているからです。幸い今ま
で無事ですが、別な意味で家庭は暗いです。関係ないけど。

20代のとき、まだそれほどお酒が好きではなかった頃ですが、よく飲みに
連れて行ってくれる先輩が「幻の銘酒越の寒梅」の話をしてくれました。そ
れがいかにおいしいか、そして手に入りにくい貴重品であるかという事を。

当時からけっこう人懐こい性格だったので、自宅に泊めてくれたり飲みに連
れて行ってくれる先輩がたくさんいました。そういう先輩に何かご恩返しが
したい、越の寒梅を手に入れたならさぞ喜ぶのではないか、こう考えまし
た。

越の寒梅の蔵元は新潟県長岡市の近くの亀田町（当時）にありました。新幹
線のない時代、特急を乗り継いで何時間もかけて行ったと思いますが、たく
さん買ってこようとヨーロッパ旅行で使ったバックパイプを背負って行きま
した。

蔵元にたどり着いて店先で、越の寒梅を6本買いたいと言いました。しかし
一人2本までしか販売できないと強硬。奥から番頭さんのような年配の人が
出てきて小僧っ子の自分にどこから来たか聞きます。

東京からわざわざ来たと言うと、大変感激して希望通り6本売ってくれまし
た。1升ビン6本の重みは印象にありませんが、とにかく割らないように慎
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重に担いだり抱えたりした記憶があります。

苦労して運んできた貴重なお酒は、あの人に1本、この人に1本と消えて
いって結局自分のところには残らなかったようにも思いますが、意地汚い自
分が全部人にあげてしまうはずはありませんから、きっと1本は寮で飲んだ
と思います。

今にして思えばなつかしい思い出ですが、あまり人がまねしそうにない変
わったことをするところは今も同じかもしれません。スタッフの「わかる、
わかる！社長ならホントに行ったかも？」という声が聞こえてきそう。

2006-08-16 08:36:45

全国戦没海員慰霊祭に参列した暑い一日

昨日は終戦記念日。小泉首相が靖国神社を参拝して朝から大騒ぎでした。私
も参拝の予定でしたが、朝早く先を越されてその気がなくなりました。昨日
の新聞・テレビはもちろん、この時期になると雑誌も戦争関連の特集を組み
ます。愛読誌である月刊文藝春秋も大特集を組んでいます。

そんなことを考えながら、2年前の8月15日のことを思い出しました。毎
年、全国戦没者慰霊祭が行われることは知られていますが、全国戦没海員慰
霊祭が観音崎で行われることを知っている人は少ないはずです。

2年前のその日、海事関連団体の理事長に誘われて参加しました。黒服を着
た老人が三々五々、真夏の太陽が照りつける中、観音崎の頂上目指して歩き
ます。集まった30人ほどが正午の時報とともに武道館の全国戦没者慰霊祭
にあわせ黙祷し、天皇皇后両陛下のお言葉が代読されます。

厳粛なセレモニーのあとは、岬下のホテルで懇親会。年に一度のこの会を楽
しみに参加する人が多いようです。70歳になった理事長は最年少、小僧っ
子扱いです。その横の自分など場違いもいいところでした。

しかし、興味深い話も聞けました。終戦の日の玉音放送は有名ですが、継戦
を主張する一部陸軍将校がその玉音版を奪うべく皇居を襲撃する事件があり
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ました。90歳に近いある老人はその陸軍将校の一人だったといいます。

80歳そこそこのやや若い老人がそのことをからかって、「ほら、若い人に
あの話をしてあげたらどうです」と水を向けます。90歳近いその元陸軍将
校は「忘れた！忘れた！墓場に持っていく話さ」と取り合いません。

大きな戦争が終わって60年余り、私も戦争を知らない層の一人ですが、歴
史事実の知識や体験のない人が、無責任な議論をしているくらいがちょうど
よいのかも知れません。日本はそれくらい平和という事だし、一旦ことが起
こればそのような議論はしなくなるだろうからです。

 2006-08-20 07:39:30

会社経営に活きる旅の体験

せっかく夏休みなんだから、「一人旅にでも出て、なんだかこう、胸がどき
どきするような出来事でもないかな～」とつぶやいたら、聞いていた知人に
「ないない！おじさんには絶対無い！」と断言されました。

胸がどきどきするような出来事はともかく、不安要素ならたくさんありま
す。9月からの会社の体制をどうするか、このままでやっていけるか、ス
タッフを増やした場合採算的にはどうなるのかなど。おじさん経営者には苦
労がいっぱい。

旅は人を育てるといいますが、大して育たなかったものの私も旅で自信をつ
けた記憶があります。高校1年の夏、一人リュックを担いで約1ヶ月九州を
めぐる旅をしました。高校1年といえば15歳。しかも今の高校生にはおそら
く考えられない旅行の中身でした。

リュックの中には米と飯ごう・テントなど。野宿しながらの旅だったので
す。九州に関するさまざまな資料を集めて、時刻表とにらめっこしながら念
入りにコースを決め、3日に1箇所の割合でユースホステルを予約していき
ます。

3日に1箇所ということには深いねらいがあります。2日間はテントで自炊
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して、3日目にユースホステルで風呂に入ってご飯を腹いっぱい食べるので
す。なんともいじましい計画ですが、これがなかなか思うようにいきませ
ん。ユースホステルの予約が取れなかったりするからです。

次々に変わる条件に合わせてコース・スケジュールを何通りも作ったので、
九州の電車・バスなどの時刻表を暗記するほど。結局このノウハウが後に海
外を旅する計画作りに活かされ、やがては私の思考プロセスとしてプラスエ
ムの経営に生かされています。

何時何分どこの駅についてどこを見学して、次に何分発のバスに乗って…、
と念入りに旅行計画を練り上げますが、もちろんその通りになんか行きませ
ん。電車が遅れたり、乗り遅れたりと予定外のことが次々に起こります。当
然予定とはまったく違った行動になりますが、この手の旅ではそれがむしろ
普通。

小さな会社の経営も似ています。思うように仕事が入らなかったり、入りす
ぎたり、経費がかかりすぎたり、予定のお金が入らなかったり。それを乗り
切るところの醍醐味は一緒。思う通りにいかないことこそ普通と知っていま
すから経営危機にも動じません。

旅の資金の作り方は次の通り。裏の竹やぶと畑の境目あたりに、勝手に生え
ているような栽培しているような茗荷がありました。これを収穫して農協の
市場に持っていって売ることを親から許されたのです。

バケツ一杯程度を自転車の荷台に積んで、農協の市場の隅に屋号である「マ
ルキ」と書いた札を乗せて置いてきます。それを1日おきに繰り返して、
1ヶ月もたたないうちに旅行資金がたまったのですからよい商売。ヤブ蚊に
は散々食われました。

柳生博という俳優がいます。朝のテレビ番組で紹介していましたが、柳生家
には掟があって、男に生まれると13歳で一人旅に出されるそうです。中学1
年生。おじいちゃんも、父親も自分も経験し、そして息子も。

ホテルや旅館に泊まるのではなく、お寺や民家に泊めてもらったりするそう
ですが、見違えるように自信をつけて帰って来るそうです。上には上がある
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もの。私の息子は来年大学受験ですが、旅には出ませんでした。大学に行く
より旅のほうが重要と思うけど、家内もそして本人もそうは思わなかったよ
うです。だから将来が心配です。

2006-08-22 16:26:39

酷暑の京都に出張、比叡山で考えたこと

朝からむっとした暑さ。汗を拭き拭き始発で出社。あわただしく準備を整
え、汗まみれになりながら東京駅に。東京発6：53発のぞみで京都出張。

新幹線は空いていました。しかし、ガラガラの車内なのに、私の隣にだけは
太ったお兄さん。自動券売機で席を取ったのがよくなかったかも。あるいは
途中の駅で団体さんでも乗り込んで満席になるのかも。

酒臭い！二日酔いだよ、このお兄さん。まいった！パソコンをひざに仕事し
ようと思ったのに、酒臭い。汗をぬぐいながら書類を出したものの、やっぱ
り臭い！こっちを見るな！体動かすな！息するな！

横浜を過ぎても空席が埋まらないので、やがて席を移動しました。富士山が
見えるころにはすっかり機嫌も直っていました。この出張の主目的はサイエ
ンスEネットの会合に出席することですが、時間があったので京都で比叡山
を訪ねました。お山の上はさすがに涼しい風。

「一隅を照らす、即ち此れ国宝なり」。高校生の修学旅行のときのことで今
でも心に残っているのは、薬師寺の高田光胤管長の講話に出てきたこの言葉
だけ。当時はよく意味もわからず、ただ心に残りました。

根本中堂にこの言葉がありました。あれから35年たった今も大して理解で
きませんが、当時より少しは分かったような厳粛な気持ちで、「そうだ、人
間に生まれた以上オレも世の中の一隅を照らす者にならねば」と、遅ればせ
ながら心に誓いました。

国宝館では、たくさんの神々しい仏様と対面。元亀年間に織田信長によって
焼き討ちされ、すべて焼き尽くされたことになっているのに、なおかつたく
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さんの仏像の傑作が残っている。価値は分かりませんが、なんとなくもった
いない気持ちでした。

参道の両側に伝教大師の、誕生から入滅までの生涯を現した絵が掲げられて
いました。その絵一枚一枚に、スポンサーが。例えば「奈良仏教との対立　
伝教大師伝15」には「贈：和菓子廣栄堂」という具合です。

ちょっとありがたさも半分くらいになってしまいましたが、久しぶりの京都
で日本の歴史に触れました。そのあともちろん仕事もきっちり。ただ、山か
ら下りた京都の町はむちゃくちゃの暑さでした。

2006-08-27 11:04:09

環境サイエンスショーはきわどい成功！

この夏最後のイベントが昨日無事終了。プラスエムがコーディネートした黒
磯那須青年会議所主催の「環境サイエンスショー」の運営です。

環境サイエンスショーは、8月26日（土）那須塩原市黒磯小学校体育館で行
われ、市内を中心とした小学校の低学年児童とその保護者約250人が参加し
てくれました。

黒磯那須青年会議所というのは簡単に言うと、黒磯那須地区の若者たちが集
まって、黒磯那須のために何かよいことをやろうという会。今年のテーマは
「地球環境」。彼らなりに勉強会を開いて学習したようで、ときどき専門用
語を使ったりしますが、その使い方がぎこちなくてこそばゆい感じがしまし
た。

午前中の準備段階から、東京には少ない実直そうな若者が次々に現れ、持ち
場持ち場で実験を手伝ってくれました。いつものように「あれがない、これ
がない」とそのときになってあわてることばかりでしたが、そのつど「買っ
てきま～ス」「家からとってきま～ス」と活躍してくれました。

準備段階で、魔女の一撃といわれる腰痛の前兆が。このところ腰の状態が悪
かったのに無理して車を運転して来たことがよくなかったようです。スタッ
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フや講師の先生は優しい人ばかり。「私たちがやりますから、社長は車で横
になっていてください」。

講師を引き受けてくれたサイエンスEネットの間々田先生は実験の大ベテラ
ン。腰痛のおじさんが顔をしかめながらうろうろしていては却って邪魔にな
るだけ。かといって横になっていてもたいして変わらないので結局うろうろ
していました。

腰を落とすと立てなくなりそうで、お弁当も立って食べる悲惨さ。でも、こ
んな楽しい実験教室を前に、車で横になってなんていられるものか。何にも
手伝わないくせにうろうろしていました。

実験内容は、①巨大風船の実験、②省エネ電球の実験、③水素エネルギー実
験。いずれも今やプラスエムの持ちネタ。ほか間々田先生のアイデアで、ビ
ビッドな話題として、④冥王星を取り上げ、「太陽系の天体大きさ比べと距
離」の実験をしました。

いちばんインパクトのある水素エネルギー実験を最後に持ってきて、一気に
盛り上げる演出を考えていましたが、失敗しました。1回目失敗、2回目も
失敗、そして満を持しての3回目もダメ。

子どもたちに謝って、その代わり冥王星を取り上げたわけですが、その間に
スタッフが再チャレンジの準備を完了していました。

合図で、間々田先生が「もう1回チャンスをください」と呼びかけ、慎重に
セッティング。そして大成功。失敗3回ははじめからの演出だったかのよう
に、感動を呼んだエンディングでした。

感動的なエンディングを含め、いずれも学校では体験できない実験の数々
に、参加した子どもたちや保護者、手伝ってくれた青年会議所の若者たちみ
んなが目を輝かせていました。
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2006-08-28 06:49:22

自信と不安、プラスエムに税務調査！

プラスエムに9月7日から税務調査が入ることになりました。創業以来初め
て。金塊や札束をどこに隠そうか、映画では強欲社長が右往左往するわけで
すが、プラスエムではそんな心配は全然必要ありません。ないからです。

しかし何万社もある会社から、よくプラスエムのような貧乏会社にわざわざ
来てくれることになったもの。税務署の調査が入るというとふつう不運に見
舞われたように思うのかもしれませんが、私の場合には何だかうれしいので
す。

この気持ちをどう説明したらよいのか、会社として一人前に扱われたよう
で、社長として認められたような。「税務署の調査が入ることになったん
だ、いやー参った！」といいながら、自慢してみたいような。自慢にはなり
ませんが。

せっかく来てくれるのに、不正が何も見つからなかったら担当者が困るか
も。一つくらいはおみやげを持たせなくていいだろうか。群馬の温泉に行っ
たとき、帰りに高崎で少し仕事をしたので出張扱いにしたことがありました
が、あれは不正だろうか。

不正だといわれたら、よく聞く言い訳の「見解の相違」と主張してみよう
か。思い起こせばあるある。プライベートな話しかしなかったし、はじめか
らそういう目的で会った友人との会食を打合せ費で処理したことが何度か。

指摘されそうなところははじめから申し出て（自白して）謝ってしまおう
か。いろいろ考えて、その日を楽しみにしています。

とはいえ、現実にはそんなお気楽は言っていられません。来るなら来い、返
り討ちにしてやるくらいの覚悟で準備に入ります。K顧問税理士と経理担当
KスタッフのKKコンビに期待。
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2006-09-09 08:18:29

しまった！税務調査員に読まれていた「社長のブログ」

全国小学校「食の学習」作品コンクールの作品募集が締め切りになった
日、作品だらけの事務所の一角で、税務署の担当者がプラスエムの経理関
係の調査を行いました。
ビックリしたのは、その担当者が社長のブログをしっかり読んでいたこ
と。しまった！という感じ。まずいことを書いてしまったので、話してい
て居心地悪いことといったらありません。

「せっかく来てくれるのに、不正が何も見つからなかったら担当者が困る
かも。一つくらいはおみやげを持たせなくていいだろうか。」などなど。

しかし、担当者は税務署のなかでも心の広い方のようで、笑って許してく
れました。逆に同僚から「服装などきちんとしていかないとまたブログに
書かれるぞ！」とからかわれたとか。

担当者は20代後半の若い方でしたがさすがプロ。書類をめくりながら問
題箇所を的確に指摘します。たった2日間でしたが、経営者としていい勉
強をさせてもらいました。

今後に向けての前向きなご指導もいただきました。ほんとうにお疲れ様で
した（もう読まないだろうけど）。

2006-09-15 08:26:56

文化放送伊藤アナウンサーの紹介記事

知人がテレビや新聞などで紹介されると、自分とは関係ないのに自慢した
くなるほどうれしいときがあります。もちろんよいことで紹介されたとき
ですが。

昨夜の読売新聞夕刊に、文化放送アナウンサーの伊藤佳子さんが紹介され
ていました。伊藤さんはこのブログにも何度か登場していますが、私とは
仕事を通して10年以上のお付き合いの方です。
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読売夕刊「みんなの質問箱」で、（文化放送の伊藤佳子アナウンサーにつ
いて教えてください）という読者の質問に文化放送広報部が答えたもの。
出身や経歴以外のコメントで「趣味は気象観測。自分の予報が外れたとき
は、下を向いて歩きます…」と答える部分など、伊藤さんらしくてかわい
いですね。

また、「…よく冷やした発泡酒を飲むことと、本を読みながら昼寝するこ
とも好きです」というところも、なんか、伊藤さんがこじんまりと昼寝し
ているところが目に浮かびそうで、思わず笑ってしまいました。

伊藤さんはいの一番に、NPOエコテクみらい研究所の正会員になってく
れた方。みらい研でも協力をお願いする場面が多くなりそう。

2006-09-17 09:44:37

酔っぱらい運転禁止！もう絶対しません！

「理不尽」という言葉があります。道理も情理もわきまえない様を言いま
す。福岡で幼い子ども3人が犠牲になった、酔っぱらい運転による死亡事
故はまさに「理不尽」の1語につきます。

かつてサラリーマン勤務だった頃、営業の合間の時間つぶしに霞ヶ関の東
京地方裁判所に通った時期がありました。放火殺人事件や、窃盗、離婚な
どとともに交通事故の裁判も傍聴しました。

死亡事故の場合業務上過失致死ということで比較的軽い執行猶予になる
ケースが多いようでした。また収監されることなく、被告の出廷も傍聴人
と一緒のエレベーターだったりしました。

被害者が不意に飛び出したりした結果の事故で、運転者にとって運が悪い
としか言いようのないケースでも「前方不注意」となります。このような
ケースと、酔っぱらい運転による死亡事故が同じに扱われてよいはずがあ
りません。

その意味で、福岡の事故に「危険運転致死傷罪」が適用されたことは当然
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と思いました。しかし、どんなに重い償いを科すことが出来ても子どもた
ちは戻ってはきません。突然3人の子どもたちを奪われた両親の悔しさは
いかばかりか。

実は私も、酔っぱらい運転をなんとも思っていない時期がありました。車
で山に出かけたときなど、下山してまずビール。30分くらい仮眠しただ
けで東京に戻ることなどなんとも思っていませんでした。

心配だったのは検問に引っかかることだけで、酔っぱらい運転の結果、事
故を起こして人様に迷惑をかけることなど考えたこともありません。思え
ば恐ろしいことでした。

昨日房総半島を1周するドライブに出かけました。お昼の寿司をつまみな
がら、ビールが飲みたかったのですが我慢しました。重大な事故の結果、
人の命を奪ってしまうことを恐れるのはもちろんですが、会社の経営者と
しての責任が抑止となっています。

社長の私が酔っぱらい運転で重大な事故を起こしたら、教育にテーマを置
く会社ですなどと世間にいえません。その結果がんばってくれているス
タッフや、たくさんの取引先にまで迷惑をかけることになるからです。改
めて酔っぱらい運転を自戒。

 2006-09-22 09:41:53

目に焼きついた恐怖のポスター

次の選挙に立候補を予定している候補者が、違反にならないギリギリのと
ころでポスターを貼り出すケースがあります。そんなケースの一人なの
か、ある政党の候補者らしき中年の女性のポスターをたくさん目にしま
す。

茅場町駅から会社まで4～5分歩く間に3枚も目にします。それがホント
にいやなのです。「あっ、また見てしまった！」「今日もいやなものを見
てしまった！明日は見ないようにしよう！」そう思っても、目に付くとこ
ろに貼ってあるわけで、毎日見て毎日不快になります。
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まず、くちびる内に収まりきらないような立派な歯に目が行きます。そし
て世の中のいやな部分ばかり見てきたような大きめの目に視線が合いま
す。合わされてしまう感じ。

こうなるとどうしようもありません。しかもその眼が少し笑っているので
すから、視線をそらせても手遅れ。不快感とともにその面影はまぶたに
しっかり焼きつきます。

あわてて、ほかに美しいものを見て目の神経を洗おうとしますがもはや手
遅れ。しばらくほかのものは目に入りません。

このように恐ろしいものがなぜ放置されているかはなはだ疑問です。怒り
さえ覚えます。「そうだそうだ、俺もそう思っていた」という人が、おそ
らくたくさんいると思います。

スタッフにその話をしたら「そんな！ひどいですよ、もしかしたら実物は
すてきかもしれませんよ」だって！よく言うよ。別のスタッフは「毎日見
ていたら気にならなくなりませんか」、そういうレベルのポスターじゃな
いと思うけど。

と言いつつ、もう1ヶ月以上見続けていて、なんだか親しみがわいてきて
いる自分に気づいて少しあわてたりします。近くに寄って一度じっくり見
たいな、なんて恐ろしいことを考えたりもします。寝る前、目に浮かんだ
りもします。

そんな自分に戸惑いながらも、今朝も間違って見てしまいましたが、少し
不快になった程度。あのポスターがなくなったら寂しくなるかもしれませ
ん。

2006-09-24 09:48:28

たくさんの人と会うのが社長の仕事

プラスエムを立ち上げてからの7年間、それまでの自分と何が変わった
か。いちばん大きく変わったことはたくさんの「人」と会っているという
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ことです。「人」と会うことが会社を経営する者の一番重要な役割である
と知りました。

会社を経営する者としてだけではなく、前向きに生きるということは人に
会うことから始まるのだと知りました。プラスエムを立ち上げてからの7
年間、それまでの何倍ものすばらしい「人」との出会いが、自分を成長さ
せそして会社を元気にしていると気づいています。

昨夜もそんな出会いがありました。サイエンスEネットの東京例会が開
かれ出席しました。理科科学教育に関心の高い方々が25名も集まりまし
た。子どもたちの理科数学離れに、いかにストップをかけるか、理科や科
学に興味を持たせるにはどのように指導したらよいのか、真剣に考えてい
る方々。

思い思いの実験器具や、工作・手作り教材が次々と披露されました。私も
指名されて、エコテクみらい研究所設立の熱い思いを披瀝。サイエンスに
関心が高い方ばかりなので、たちまち10人ほどがその場で入会してくれ
ました。

出席者の半分以上の方々とはすでに面識がありましたが、この日初めてお
会いした方もたくさんいました。その中に北澤宏一先生（独立行政法人科
学技術振興機構理事長、東京大学名誉教授）がおられました。

署名入りでいただいた先生の著書「科学技術者の見た日本経済の夢」を読
みました。中学生でも理解できる平易な内容にビックリ。「20世紀末に
豊かさを達成した日本という国はいったいどのような国なのか、多数の
データをもとに考察…」（はじめにより）

敗戦の焼け野原から立ち上がった日本人が求めたもの。①十分な食料②十
分な物資③十分なサービス、これを豊かさの3つの価値とするなら、日本
人はすでにそれを手に入れたと言います。

そして今、第4の価値を手に入れようとしていると言います。第4の価値
とは「21世紀の日本人の生き方であり、アイデンティティーそのもの、
有限な地球を踏まえ心の豊かさを求める夢…」であるとしています。
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日本・中国・韓国の中学生対象のある調査で、「あなたは自分の将来に希
望を持っていますか」と聞いたところ、「大きな希望を持っている」との
答えが中国で91％、韓国の46％に対し、日本は29％。

若者たちはなぜ夢をなくしたのか、若者たちに夢を持たせるにはどうした
らよいか、多数の経済統計をもとに北澤先生は本の中で解説しています。

大変啓発されるものがありました。エコテクみらい研究所として、プラス
エムとして、ますます後には引けなくなりました。北澤先生もエコテクみ
らい研究所にその場で入会してくれた方のお一人だからです。

2006-10-14 16:01:09

プラスエムに頼もしいメンバーが

エコプロダクツ展や食育の学校支援活動など、さまざまな業務に追われる
毎日。日常的な人手不足状態のプラスエムに、このほど頼もしいスタッフ
が加わることになりました。

実は会社創業時から関わってくれている方で、しかも30年のお付き合い
の方。プラスエムが秋葉原に事務所を構えていたころから、経理関連の仕
事をお任せしていて間違いがなかった方。

私が以前勤務していた旺文社での同僚ですから、私の半生のすべて知って
いるまことに怖い存在でもあります。三顧の礼以上、七顧から八顧くらい
礼をしたかな。利でも釣りました。「あっちにいるとこう、こっちに来る
とこう、さあ、どっちが得かな？」なんて感じで。

うそはつかない程度に少しは「利」を多めに言ったかもしれませんが。気
が変わらないうちにと早々と名刺を作りました。「お金がかかっているか
らな、ここからの心変わりはキャンセル料がかかります」と宣言している
つもりで。

メールアドレスも作って、ついでに専用のパソコンも準備しました。私が
使っていたやつですが（私は新品を買いました）。
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実は年内、さらに頼もしいスタッフの入社が予定されています。しかしこ
ちらはまだ明かせません。利で動く人物でもないし、お酒の勢いで「う
ん」といわせるわけにもいきません。しかし、こちらもほぼ見通しがつき
ました。

まじめな男なので、今の仕事にどう区切りをつけるか真剣に悩んでいま
す。後ろ足で砂をかけてやってくるような人物ならはじめから声はかけま
せん。時間がかかってもかまわないと言いながら「ただこちらとしては急
いでいる」とプレッシャーをかけることも忘れませんでした。

関羽や張飛、趙雲などの豪傑を集めているころの劉備玄徳もこのように苦
労をして、人材を獲得していったに違いありません。夢があれば人（人
材）は集まる、人が集まれば夢が実現できる、こう信じています。

2006-10-15 08:33:11

緊急！東京湾タコ漁体験へのおさそい

「自然の海で1日漁師体験！本物の漁船に乗ってタコ漁に挑戦だ！」とい
うイベントが開かれます。なんと今度の土曜日。参加親子25組（50人）
を緊急募集します。

これは、「市民に開かれた漁業を目指す漁師のみなさんといっしょに東京
湾でタコ漁を体験！東京湾でとれた江戸前のタコをその場で調理し、みん
なで試食する楽しいイベント」というもの。パナソニックが応援していま
す。

また、東京湾で行っている自然保護への取り組みや、東京湾でとれる魚介
類についても専門家が教えてくれます。海の恵みを味わいながら、自然保
護の大切さなども学べるイベント。しかも「プラスエム春夏秋冬」の読者
は参加料無料！現地までの交通費は自己負担。

早い者勝ち。小中学生の子どもを連れて行けばどなたでも参加できます。
お申し込みは、参加者全員の氏名、お子様の年齢・ご住所・連絡先など明
記して「体験イベント運営事務局」プラスエムまで。
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プラスエムにはこのような楽しいイベントが時々、しかも急に舞い込んで
くることがあります。思えば不思議な会社です。

2006-10-16 08:00:16

プラスエムのゲージュツの秋

「国宝伴大納言絵巻」を観てきました。上巻・中巻・下巻そろって本物を
展示するのはこの日までとあって、会場は混雑していました。若い人が少
ないのは当然として、色のはげかかった絵巻物がなぜそれほど人気になる
のか理解できません。

それではお前はなぜ観に行った？と聞かれると困りますが、けっこう興味
本位なんです。観に行く人を見に行くような。

伴大納言絵巻は、信貴山縁起絵巻・鳥獣戯画絵巻・源氏物語絵巻と並んで
四大絵巻の筆頭ということになっているそうです。でも信貴山縁起絵巻や
鳥獣戯画絵巻のほうが楽しい。源氏物語絵巻は観た事がありませんが。

伴大納言絵巻は、伴大納言による応天門放火事件を表わしていますが、
所々剥げかかっていて、素人が見て緊迫感も感じられません。解説書には
緊迫感が伝わって迫力満点と書かれていますが。

しかし、休憩室から見る皇居とお堀は絶景。疲れたとき、入場料を払って
皇居とお堀の風景を見に来るのもいいなあと思いました。

ゲージュツの秋、その足で堤江実さんの「詩の朗読とトーク」を聴きに。
堤江実さんは元文化放送のアナウンサー。縁あってお誘いいただきまし
た。

詩の朗読とは、言葉を音として聴く人の魂に届けるもの。美しい日本語、
言葉とは言霊（ことだま）。「聞く人は音の心地よさに眠ってしまっても
よいのです、眠ってしまっても魂の一番深いところで受け止めていますか
ら…」。
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ゲージュツの秋なので少し難しい話になりましたが、ようするに朗読を聴
きながら眠くなった人はどうぞ寝ていただいてけっこうですと言われたわ
けで、ほっとして安心して最初から居眠りをしました。

居眠りしながらも、堤江実さんの美しい声と、バックに流れるゆったりし
たテンポのフルートやピアノの演奏。心地よい眠気と耳に優しい音にすっ
かり時を忘れました。こういうのを「癒される時間と空間」というので
しょう。

ゲージュツの秋を堪能した秋晴れの一日。明日からまた現実の修羅場に戻
ります。

なお、今朝チェックしましたら「プラスエム春夏秋冬」始まって以来の
ヒット数を記録。理由はわかりませんが、とりあえずご覧いただいている
皆様に心よりお礼申し上げます。

 2006-10-22 08:18:06

天候にも恵まれて、大成功だったタコ漁、大漁！ 

横須賀でのタコ漁は天候にも恵まれて大成功でした。前日ゲットしたス
タッフの友人の友人親子と、その友だちのお子さん計3名のほか、結果的
には前日夜までに8人の参加申し込みがあり、プラスエムからの参加者は
合計11人。

私が運転する車で横須賀に向かう車中、子どもたちは大はしゃぎ。タコ取
りの期待でいっぱい。ほんとうはタコ取りのあと、デジカメで写真を撮っ
てレポートを作る「学習」の時間もあるのですが、まだ言っていません。

「ええ～、勉強もするの？それじゃ、やめた！」などとなっては元も子も
ありません。現地に着いていまさら帰れなくなるまで内緒。何にも知らず
はしゃぐ子どもたち。

東京から横須賀に向かう横浜横須賀道路は山間部を走っています。道路わ
きには色づき始めた木々や植物がうっそうとしています。そんな風景を見
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ながら「山にタコ取りに行くみたい！」とおどける子どもたち。

集合時間に余裕で到着。受付に一番乗り。受付を済ませて「学習」の一件
がばれないうちにと早々に子どもたちを控え室に誘導しました。ぞくぞく
集まってくる参加親子。参加者は定員近くの46人になりました。

タコ取り用にチャーターした漁船が2艘待機しています。無事役目を果た
して空腹を覚え、漁協の朝市で味噌汁の無料サービスをいただきました。
上空を10羽ほどのとんびが舞っています。

そろそろ説明会が始まるころ。ミーティングルームに行ってみました。プ
ラスエムから参加の親子もパナソニックのパソコンをあてがわれて、タコ
取りのあとのレポートについて説明を受けている最中でした。

おっかなびっくり様子を伺いましたが、嫌がっている様子もなくごく当た
り前に説明を聞いていました。よかった！ホッとしたらまた腹が減ってき
ました。

そんなわけでタコ取りは大成功。みんなで料理して食べたほか、大きなタ
コを1匹ずつお土産にもらいました。半分だましたような形で連れて行っ
たタコ取りでしたが参加した親子は大満足。

また、参加者をたくさん動員できて関係者からも、タコがもらえた参加者
からも感謝されたプラスエム。しかしわが家にタコは来なかったので、家
に帰って「タコはどうしたの？」と責められました。

2006-10-24 10:38:12

「企業と学校の連携による教育活動の課題」講演

グリーン購入ネットワーク（GPN）のN事務局長とは、エコプロダクツ
展企画委員会で席が隣り合わせていたことから知り合いになりました。そ
のご縁で、同ネットワーク主催による「グリーン購入セミナー」で講演す
ることになりました。
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私に与えられたテーマは「企業と学校の連携による教育活動の課題」。企
業と学校の連携による教育活動とは、プラスエムが過去6年間やってきた
ことそのままです。

企業と学校の連携に最も重要なことは、「学校が必要としている企業の持
つ情報やサービスを的確に把握し、かつ企業のメリットを考慮しながらそ
れを調整できる」コーディネーターの存在。

そのコーディネート役こそプラスエムの役割。学校と社会のジョイント
役、それがプラスエムの仕事ですと話すことにしています。企業と学校の
連携による教育活動の事例として、まずエコプロダクツ展の子ども事務局
運営を紹介し、プラスエムが重要視される背景を説明します。

また、おもちゃメーカーとタイアップした授業や食品メーカーとのタイ
アップ事例も紹介したいと考えています。究極の事例として、先週末の東
京湾でたこを釣って食べよう！企画を説明したいと思いますが、ウケるこ
と確実。

まとめとして、「企業は社会の一員として環境に配慮しなければ生き残れ
ません。そしてその姿勢を未来の顧客である子どもたちにアピールするこ
とが重要です」と。

片や、子どもたちの環境学習は学校内で完結できるものではなく、社会
（企業など）の協力が不可欠。学校側も企業の協力を求めています。学校
と企業が連携するためには、「学校と企業双方の事情がわかっているコー
ディネーターが間に入ることが重要です」という結論で締めくくる予定。

そして、グリーン購入ネットワークが主催ということもあるので、最後に
は「環境教育こそ、学校・家庭・地域社会の連携が何より大切」という課
題を出して終わるつもり。講演は、今日の14：00から青山で行います。
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 2006-11-01 07:00:02

54歳！誕生日に想う 

今日、11月1日は私の誕生日。誕生日といっても別におめでたくもない
し、昨日の自分と何も変わっていません。昨日のいやなことも全部引き
ずって今日になりました。こういってしまうと夢も希望もなくなります
が、まあ、ほんとの気持ちです。

小学校からの友だちに11月3日生まれで同名のヤツがいます。いかにも
短絡的な命名ですよね。群馬県は2毛作が多いので、農家では10月末か
ら11月にかけて稲刈りをします。稲がよく実るように「稔」。友人は
「実」。

空気が冷たくなるこの季節、稲刈りを手伝った小さいころのことを思い出
します。手伝ったといってもワルガキだったのでまじめに作業をした記憶
ではなく、逃げ回って親父に怒られた記憶の方が鮮明。

手作業で稲を刈っていくとだんだん稲の部分の面積が減っていって、地面
の面積が大きくなっていきます。稲の中にはカエルやバッタ、時には蛇が
隠れていたりもします。稲を刈っていくとそうした小生物が住処を失って
出てきます。

稲刈りの日は学校も農繁休暇（今は死語ですね）となり、どこの家でも家
族総出で作業したものです。今の小中学校でも農繁休暇のような、家業を
手伝う日を決めて休みにしたら、わけのわからない「就業体験」よりよっ
ぽど意味があるように思います。

家族総出の稲刈りは、稲が体についてかゆくなったり疲れたり、いやな記
憶の方が多いのですが、楽しい思い出もあります。朝、田んぼに出かけ
て、そのまま昼に戻ることなく、田んぼのあぜ道でおにぎりかお弁当を食
べた記憶があります。

紅玉というあまりおいしくないりんごがありました。インドりんごという
甘くておいしいりんごもありましたが、これは高いのでめったに食べられ
なく、ふだんは木の箱で買ってある紅玉でした。この紅玉が、田んぼで食
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べると不思議なほどおいしかった！

稲刈りの季節になると里心がついて、昔の稲刈りの風景に戻ってみたくな
ります。田んぼから見える浅間山はすでに雪をかぶっていて、近くの山々
は紅葉が始まっています。夕方になると、あちこちの田んぼから藁を焼く
煙が立ち上ります。

東京に出てきて久しぶりに帰省したとき、子どものころ学校の校庭ほども
大きく見えた田んぼがずいぶん小さく見えて驚きました。群馬の田んぼで
はもうすぐ霜が降ります。年老いた両親はどうしていることやら。

2006-11-05 08:53:29

たまには露天風呂もいいもんだ！

誕生日にスタッフからいただいたカードに「たまには好きな温泉に浸かっ
て日ごろのお疲れを癒してください」とありました。ジーンと来ると同時
に温泉に行きたい病が再発。地図を眺めて、群馬県万座温泉の露天風呂に
行き先を決めました。

3日、4日、5日の連休の中日なら少しは道路が空いているかも？という
ことで、4日の朝出かけました。少し出遅れて7時。関越自動車道はすで
に渋滞が始まっているとの情報。これでは飛んで火に入る夏の虫。

たちまち予定を変更して、東北自動車道で那須塩原方面に行くことに。し
かし東北自動車道も似た様な状況。またまた予定を変えて唯一空いている
常磐道に入りました。空いてはいるものの常磐道でどこに向かおうか？

行き当たりばったり。笠間から東関東自動車道を経由して東北道に出るこ
とにしました。いったん一般道に下りると益子町に差し掛かります。ちょ
うど、秋の陶器市が開かれています。あてのない旅、寄ってみました。

会社で使っている湯呑みが気に入らないと思っていたところ。しかし目は
ついぐい飲みに行ってしまいます。手にとって手触りを確かめたり、あち
こち眺めたりしながらようやく湯飲みを選びました。
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懐かしいジェットストリームを聞きながら運転していて、東北道の入り口
を通り過ぎてしまったようです。引き返すのも面倒。そのまま走って日光
方面に向かってしまいました。日光でもいいか？

しかし、日光市内は中禅寺湖周辺の紅葉狩り目当ての車で溢れ返っていま
す。またまた方向転換。それなら鬼怒川温泉に行こう！

そんなわけで、さびれた温泉地の代名詞、鬼怒川温泉でようやく念願の露
天風呂に浸かることができました。何はともあれ満足。空いていたし。

しかし、帰りの東北道が大渋滞。今度こそあっちこっち方向転換というわ
けには行きません。前の車のテールランプを眺めながら長時間運転に耐え
て帰りました。

結局目的地だった万座温泉には行けませんでしたが、念願の露天風呂には
入れました。何よりよかったのは道路わきの紅葉を楽しめたこと。

道路わきにさりげなく色づいている微妙に色の違う赤や黄色。同じ枝でも
一枚一枚違う色合いに紅葉しています。そうした秋の風情を十分楽しむこ
とができました。

2006-11-25 06:54:59

健全な朝型習慣も度が過ぎてはほとんどビョーキ！  

私は朝型人間で「早寝早起き朝ごはん運動」の信奉者。しかし、それがエ
スカレートして、特に最近はほとんどビョーキという状態になっていま
す。

朝は頭が冴えているので、企画書作りなどに効率よい貴重な時間。毎朝4
時半起床、5時朝ごはん、5時半に家を出て5時41分の電車で出社。会社
には6時すぎに着いて、そのまま作業にかかります。

それが最近だんだん早くなって、3時半とか4時起床、朝ごはんを食べる
間もなく5時12分発の始発電車に乗るようになりました。始発電車とい
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うのは、朝一番の電車というより、前夜の最終電車という雰囲気もありま
す。

ビル清掃のおじさんおばさんに混じって、酔っ払いやカラオケボックスで
夜を明かしたと思われるお姉さんまで乗客は多彩。スーツを着ている人は
まれ。私もたいていネクタイをはずしています。

始発電車で出社し6時前から仕事を始めると、8時過ぎには緊張の糸が切
れます。CDを聞いたりソファに横になったり。朝からそんな状態で、午
後はもっと頭がボヤッとしてきます。夜まで無理やりもたせても、当然早
く寝ることになり、その結果朝早く起きるという悪循環。

「朝型？いいじゃないですか！」と、人は言いますが、早起きも早すぎて
はビョーキの範疇。困ったもの。

思えば私の早起きは、老人性というよりかなり早い時期から。会社員だっ
たころは9時半が出社定時でしたが、5時ごろには起きてしまい、その日
の仕事の半分くらいは自宅で済ませていました。

7時ごろには家を出て、会社近くの喫茶店で1時間近く時間をつぶすのが
日課。朝のラッシュも関係ないし、たいがいの列車の遅れも影響を受けな
いので、遅刻をしたことはありませんでした。

2006-11-29 06:54:28

プラスエムに縁起ものの熊手がやってきた！

熊手に繁盛を願いに、浅草のおとりさま（鷲神社）に行ってきました。
ニュースで見るように大賑わい。初詣みたいな雰囲気。神社の入り口で
は、二人の神主さんが両脇からお祓いをしていますが、その間を人波に押
されながら進みます。

両脇には派手な熊手をいっぱいに飾り立てた出店が並んでいます。北島三
郎様お買い上げ、石原慎太郎様お買い上げなど、大きな札が熊手の上に下
がっています。
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「よお～っ、シャンシャンシャン、シャンシャンシャン、シャンシャン
シャン～」3本締めの威勢のよい手拍子、あちこちの店先から響きます。

あちこちの店を周って目を肥やしてから私が選んだ熊手は、千両小判が
いっぱいついているヤツ。紅白の梅もあります。おたふくが一番奥で微笑
んでいて、米俵や打出の小槌も付いています。特に気に入ったのは酒樽が
ついていたこと。何かいいことありそう。

熊手には「株式会社プラスエム」と社名札を付けてもらいました。3本締
めで「商売繁盛間違いなし！」と祝ってもらいたかったのですが、小さい
ヤツだったので手を抜かれて1本締めになりました。

繁盛しなくても仕事がうまくいけばそれでいい！ 会社が続けられればそ
れでいい！ つつましい願い。

帰りの電車の中で、大きな熊手を抱えている人もいましたが小さいながら
も私は満足。商売繁盛で毎年少しずつ大きくしていくのだとか。

さて、どこに飾ろうか？ 出勤してきたスタッフはびっくりするだろう
な！エコプロダクツ展準備でおおわらわのこの時期、少しでも元気が出れ
ばいいなと思います。

2006-12-03 09:01:43

子どものいじめ問題を考える

子どもたちのいじめが社会問題になっています。教育再生会議がいじめ対
応緊急提言をまとめましたが、その中に「見てみぬふりも加害者」という
提言があります。ほかにも有効と思われる提言が並んでいます。

しかし、どのような対応をとってもいじめをなくすのは残念ながら困難。
いじめを肯定しませんが、私たち人間社会には本質的にいじめの体質が含
まれていると思うからです。

子どもに限っていえば、唯一解決方法は子どもを持つすべての家庭で、親
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が「品格」をもった生き方を子どもに見せること。また大人社会でのいじ
めをなくすこと。そうすれば陰湿な子どものいじめはなくなります。

しかし、大人社会でのいじめは絶対になくならないのでそれは無理。です
から、いじめの被害をなくすには、いじめを受けてもめげない強い子を育
てるしかありません。

「見てみぬふりも加害者」という提言の行き着く先には、魔女狩りならぬ
いじめ狩りを呼んで、加害者を逆に被害者にしてしまう恐れもあります。
いじめをする子ほど社会的弱者の環境にいることが多いからです。

このところ、会社を経営するということがどういうことなのか、真剣に考
えています。考えざるを得ないようなことが立て続けに起きているからで
す。

会社を経営するということは、経済活動を通して社会に貢献し、自分を含
む従業員や関わる方々の生活を守ること。その根底には「人を思いやる気
持ち」がなくてはなりません。会社経営には思いやりが必要です。

逆風が吹くときもあります。ぽかぽか陽気に誘われて油断をしているとき
に足をすくわれることもあります。しかし、どんなときにも周囲に対する
思いやりを忘れなければ、社会はその会社を見捨てることはありません。

思いやりは「想像力」と置き換えることができます。いじめの問題も同
じ。親が「人を思いやる気持ち」を子どもに教えることができれば、「見
てみぬふりも加害者」などという提言は要らないのです。

想像力を働かせれば、いじめられた人の痛みが分り、自分の心の醜さが見
えます。しかし、難しい問題です。

2006-12-17 11:00:57

大きなイベントが無事終了！この1年を振り返る

12月14日から16日まで3日間開催された「エコプロダクツ2006」
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で、プラスエムは子どもステージ・子ども事務局を運営。来場した約
13,000人の子どもたちの環境学習をサポートしました。

ご来場いただいた皆さままた当日スタッフとしてお手伝いただいた皆さ
ま、本当にありがとうございました。

エコプロダクツ展には3日間合計：115校 13団体13,095人（昨年72校
7団体8,593人）もの子どもたちが社会科見学として訪れました。参加小
中高校・団体には送迎バスを提供しましたが、バスの総数は288台。

子どもたちの来場は昨年比1.5倍の伸び。エコプロダクツ展の入場者数も
152,966人（咋年140,461人）と過去最高でした。

プラスエムのスタッフは、駐車場誘導チーム、ワークショップ運営チー
ム、パナソニックセンター東京派遣チーム、スーパーサイエンスショー運
営チーム、そして子どもステージ本部合わせて3日間延べ107人。

それぞれの役割を担って活躍。スタッフの最も重要な役割は子どもたちの
安全管理。一人ひとりの責任ある活動で事故なく終了することができまし
た。

今年のエコ展では子ども事務局の運営だけではなく、エコ展全体の企画委
員会・実行委員会のメンバーにも加わりました。次世代層である子どもた
ちの来場がそれだけ重要視されたということ。

プラスエム最大のイベント・エコ展が無事終了して、ようやくこの一年
を振り返る余裕ができました。今年1年間の出来事の中で一番うれしいの
は、3月にオープンしたブログ「プラスエム春夏秋冬（社長のブログ）」
に人気が出たこと。

人気が出て止めるにやめられなくなりました。ブログのよいところは毎
日、前日のアクセス数が分ること。つまり昨日の投稿を何人が読んでくれ
たか正確にわかるので怖いことでもあります。

この一年を振り返るのにブログは便利。そのときのことを書き手である自
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分の心情を通して振り返ることができます。スタッフが涙ながらに退社し
た日や、新しいスタッフを期待とともに迎えた日のことが、生々しくよみ
がえります。

4月の事務所移転を大きな期待の中で書いた日、また将来への夢や不安を
面白おかしく書いてみたり…。辛いときはとかくこのような投稿になるよ
うです。休日の出来事などプライベートな記事もたくさん。
乾坤一滴、伸るか反るかの夏休みのイベント運営で、スタッフ一丸となっ
てみごと乗り切った日のことも昨日の事のようによみがえります。

税務調査が入ったことも大きなニュース。経営者として会社が一人前に
なった証しと却って誇らしかったものです。毎年のことですが、エコ展が
終わってみると今年もあとわずか。あわただしい日々が続きますが少し
ホッとしています。

2006-12-20 08:30:57

大きな仕事を終えて、久しぶりの快汗

エコ展が終わって、ホッとする間もなく残務作業に追われていますが、久
しぶりに所属しているスポーツクラブに顔を出しました。12月になって
初めて。

スポーツクラブに立ち寄る前に自宅に電話。「今日は早く帰れるのでス
ポーツクラブに寄る。ご飯は家で食べる！」。パートから帰ったばかりの
家内は一瞬でパニック！「なんにも用意してないヨ！」ほとんど家で食事
していなかったので、突然の電話に大あわて。

しかし、そのもの言いにカチンときました。久しぶりに早く帰れたわけだ
から、準備がなければないで仕方がないけど、なにも怒るように言うこと
ないよな。

汗を流す気持ちに水をさされましたが、気を取り直してロッカー室で着
替え。いやな気持ちを吹き飛ばすように、ランニングマシーンで約1時間
ジョギングを楽しみました。
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久しぶりの汗はひときわ塩辛いのが分ります。その分、からだの中の悪い
ものが汗とともに出て行く感じで、例えようのない快感。

スポーツクラブには、たまにしか行けないので会費を考えるとかなり割高
ですが、贅沢とは思いません。会社の経営者にとって体力だけが頼り。そ
の意味で健康管理にお金をかけるのは当然です。
その、唯一の健康管理費がスポーツクラブの会費。たとえ行けなくてもい
つでも行ける場所があるというだけで価値があります。

せっかく走ってすっきりしても、家庭がギクシャクではかなりきついな。
しかし、受験生もいることだしとりあえず家では借りてきた猫みたいに大
人しくしていようと自分に言い聞かせて、そのようにした夜でした。

2006-12-21 06:58:10

今年のベストセラーは「国家の品格」232万部

今年の年間ベストセラー（総合：2005年12月～2006年11月トーハン
調べ）が発表されました。第1位はなんと232万部の「国家の品格」藤原
正彦。「品格」という単語が今年の流行語。

国民が自信を失い、日本人であることに誇りを持てなくなっていることへ
の警鐘。国家というより、自分自身に対して誇りを持てないことを自覚す
る人が多いのかもしれません。

今年の10大ニュースにも子どもの自殺やいじめ、幼児虐待など子どもに
関わるニュースが登場します。いやな事件が続発しそのつど学校の責任、
教員の責任、または家庭の責任などと、教育評論家（？）と称する人が
もっともらしくコメントします。

私はこうした出来事の根幹には恐ろしく根の深い部分があるように思いま
す。それは教育関係者や保護者にとどまらず大人社会全体が、「品格」や
誇りを失っているところに原因があると思います。

14歳の少年たちがホームレスの女性を殺害した事件が起きました。犬畜
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生にも劣るとはこのことで、こうした事件を起す子どもは特例かもしれま
せんが、子どもながらにホームレスには何をしても許されるかのような思
い込みがあります。

これほどいやな事件はありません。陰湿ないじめや幼児虐待も同類。そう
した事件の裏に相手の痛みを想像できない人格的欠陥を感じますが、それ
は子どもに限ったことではありません。

モラルを失った「品格」のない大人と接していれば、子どもが勘違いする
のは何も不思議はないのです。自分を含め、大人の責任を痛感します。

しかし、藤原正彦の「国家の品格」が232万部で1位ということにも驚き
ます。10年前20年前ならこの類の本は「右寄り」として一般の人たちか
らヘンな目で見られました。

そうした一般の人たちに大きな影響を与えた日教組の組合員が30万人を
割ったというニュースがありました。私は日教組に代表される考え方が大
嫌いでした。

個を大事にする、自由を尊ぶといいながら結局は、自分勝手でわがままな
日本人を作り上げてしまったわけです。そうした人たちが親となって、今
子どもたちに影響を与えているといえなくもありません。

自信を失い、日本人であることに誇りを持てなくなっている「国家の品
格」の読者たちが安心して住める社会にするために何年かかるでしょう。
教育は国家100年の計といいます。大人自身が襟を正し、何年かかろう
と社会全体で次世代層を教育していくしかありません。

 2006-12-22 07:47:00

待ち遠しかったクリスマスやお正月

2学期の終業式が終わって通信簿をもらって帰ると、待ちに待った冬休み
の始まり。野鳥捕りの仕掛けを作ったり、近所のワルガキと遊びの相談を
したりと、この時期はワクワク感でいっぱい。
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通信簿では、成績が下がったことより通信欄にかかれるコメントが恐怖で
した。成績が下がっても大して怒られませんでしたが、通信欄のコメント
ではよく怒られました。

「協調性がない、性格にムラがある」大体こういうコメントで（しっかり
記憶している）、要するにわがままで「右にならえ」が嫌いな性格でし
た。それは今もまったく変わっていません。

イルミネーションもクリスマスツリーもなく、ジングルベルも聞こえない
農村のクリスマスでしたがサンタクロースはやってきました。通信簿で怒
られたあとは、サンタクロースのプレゼントが楽しみでした。

朝起きると、兄姉の枕元にも私の枕元にも、プレゼントが置いてありま
す。メンコやこま、凧など正月に遊ぶ安価なおもちゃばかり。兄姉も似た
ようなものですが、それぞれがふだん欲しいと思っていたもの。

当時しもやけがひどかった兄には、しもやけの薬が置いてあって喜んでい
たもの。3人に1本ずつバナナが入っていたりもしました。

「なんでサンタクロースには俺の欲しいものが分るのかな？」真顔で聞く
私に5つ違いの兄が「ゆうべのうちに母ちゃんが置いとくんだ」と、得意
そうに答えたもの。

貧乏だったので高価なプレゼントはもらえませんでしたが、それで大満
足。正月が楽しみでした。

間もなくクリスマス。わが家の子どもたちにも、私がしてもらったのと同
じようにサンタクロースのプレゼントを枕元に置いたもの。

デパートで買ってきたゲーム機など比較的高価なものでしたが、私がも
らったメンコやこま、凧など正月に遊ぶ安価なおもちゃのように、40年
以上たっても覚えていてくれるかな？

当時は貧しいながら、今のわが家と比べて家族の絆が強かったように思い
ます。わが家で育った娘や息子が将来どのような家庭を築き、その子ども
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たちにどのような文化を引き継いでいくのか興味あるところです。

2006-12-31 17:20:54

とうとう大晦日も出勤しました！ 

あと数時間で2006年が終わろうとしいています。この時間、12月31日
17：02ですが会社にいます。結局大晦日まで出勤しました。

大晦日くらい家の手伝いでもやろうと決めていましたが、昨夜、「換気扇
の掃除でもやろうか？」と申し出ると「もう済んだからいい！」。「網戸
の掃除は？」「それも済んだ！」とのことで出番はありませんでした。

やることなくて家にいるとろくなことはない、ということは長い年月で立
証済み。まして受験生もいるというわけで、またまた暗いうちの出勤とな
りました。

年末年始休暇に入ってから昨日も一昨日も出社していますがやることはた
くさんあります。2007年の経営方針を作ったり、新しい企画の資料を整
理したりと忙しく時間がたちます。

よい機会だから古い名刺を整理しようと始めたのがきっかけで、デスクの
引き出しを掃除することに。これが大変なことになりました。

結局いらないものだらけ。大事に溜め込んできたものを次々にゴミ箱に。
すっきりしたのはよいのだけどほんとにいいのかな？ あとで困らないか
な？心配になるくらい捨てました。

茅場町界わいは大晦日ともなると人の姿もまばら。そんな街角をジョギン
グしました。今年最後。お腹も出てきたので来年は少しジョギングの回数
を増やさねば。

中央区に5軒しかないお風呂屋さんのひとつが会社の近くにあります。
ジョギングの終点はそのお風呂屋さん。賑わっていました。最近行かない
うちに、いつの間に値上げしたのか入湯料430円。
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プラスエムのあわただしい一年が終わろうとしています。プラスエムにも
長岡稔にも区切りなどあろうはずがありませんがそれでも区切り。振り返
る間もなく新しい年を迎えます。

この一年、プラスエムに関わってくれた人がそれぞれよい年を迎えること
を心よりお祈りいたします。プラスエム春夏秋冬の隠れファン（隠れてい
ない人も）の皆さまにもよい年をお迎えくださいますようお祈りいたしま
す。

元旦は、恒例の走り初めをやります。日の出の時刻に合わせて自宅界わい
を走り、荒川土手で日の出を迎えます。天気予報では晴れ。


